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10面で、池波正太郎コラムを連載中です（毎月20日号）。ぜひご覧ください！

2　令和5（2023）年1月20日 令和5（2023）年1月20日　3広報 広報区の世帯と人口 128,550世帯（前月比＋76世帯）世帯数 207,479人（前月比−3人）人口  【1月1日現在】
※住民基本台帳による

　　今回の1面の花は「ウメ」です
2・３面に台東区の形 が３つ隠れています。探してみてください！（12月20日号の答えは、区HPをご覧ください）

特集 池波正太郎生誕100年記念事業

池波  正太郎　1923～1990
大正12（1923）年1月、現在の台東区浅草で生まれる。幼少期を上野、浅草で過
ごす。戦後、都職員となり、下谷区役所（現在の台東区役所）に勤務する傍ら、
新聞社の懸賞戯曲に応募し、2年続けて入選したのを機に劇作家となる。昭和35
（1960）年、「錯乱」で第43回直木賞を受賞。その後、「鬼平犯科帳」「剣客商売」
「仕掛人・藤枝梅安」の３大シリーズで時代小説の第1人者となる。昭和52（1977）
年、吉川英治文学賞を受賞。平成2（1990）年、急性白血病で永眠。享年67歳。

人柄

下町っ子の江戸っ子。永住町
で、江戸の名残を肌で感じな
がら幼少期を過ごした池波正
太郎は、「私の故郷は誰がな
んと言っても、浅草と上野な
のである」と語っている。時
間に厳格で非常に几帳面であ
り、原稿も遅れたことがなか
った。

池波作品の普遍的なテーマは“人の営み”にあります。
「鬼平犯科帳」の主人公は実在する火付盗賊改方長官の長
谷川平蔵で、懐が深く魅力的で理想的なリーダーです。「剣
客商売」は、主人公が一線を退き隠居生活をしたいが、周
りの人から色 な々頼み事をお願いされ忙しくなる、ヒューマン
ドラマを描いています。「仕掛人・藤枝梅安」は、表稼業は
鍼医者だが、実は仕掛人。善いことをしながら悪いことをして、
悪いことをしながら善いことする、矛盾を描いています。
こういった生きていく人間の自然な様を根底に抱えている
のが池波作品の魅力の一つです。

池波正太郎記念文庫
区では、池波正太郎氏の業績や作品の世界を広く伝えるため、平成13
（2001）年に池波正太郎記念文庫を開設。池波正太郎氏が目立つこ
とや大げさなことを好まない人柄だったため、独立した文学館ではなく、
中央図書館に併設されている。

秋山小兵衛

藤枝梅安

長谷川平蔵

各所で池波正太郎の魅力を発信！

時代を翔ける池波正太郎の魅力

●コース　台東区（待乳山聖天・龍寳寺・阿部川町
等）・石川島灯台（中央区）・池上本門寺（大田区）・
目黒不動尊（目黒区）

●時期　3月
　記念文庫での特別講座やガイドマップ・記念品の

プレゼントもあります。

池波作品に登場
した区内各所

（16か所）に、
「高札」をモチー
フにした案内板を設置し、作中の背
景などを通じ、その地域を紹介して
いきます。
※詳しい設置場所は、右記二次

元コードを参照ください。

台東区・墨田区
のゆかりの地を
まとめました。
●配布場所
　区内図書館、浅草文化観光セン

ター、観光課（区役所9階③番）、
めぐりん車内　ほか

作品ゆかりの地を巡る
台東区民限定バスツアー（有料・要申込）

高札型案内板を
設置します

「まち歩きマップ」を配布
します

池波正太郎記念文庫内の
展示を見て答えるクイズ
ラリーを開催します。
●時期　7月

クイズラリー開催
池波作品ゆかりの地を巡るスタ
ンプラリーを開催します。
●時期　5月

区内スタンプラリー開催

▲目黒不動尊

講演会
講座直木賞受賞作家3人による講演会

●場所　生涯学習センターミレニアムホール

文芸評論家等による講座
●場所　生涯学習センター、（③のみ待乳山聖天）

① 2月12日㈰ 春日太一氏
② 4月22日㈯ 川本三郎氏
③ 5月27日㈯ 鶴松房治氏
④ 6月17日㈯ 細谷正充氏
⑤ 8月19日㈯ ペリー荻野氏
⑥ 11月11日㈯ 鶴松房治氏

長野県上田市
池波正太郎真田太平記館と連携しています！

記念グッズをたくさん取りそろえています！

池波正太郎とその作品『真田太平記』の魅力を紹介した施設で、平成18年から
姉妹館の提携をし、展示等の協力をしています。今回、生誕100年を記念して
入館料が無料になります。
●対象　区内在住の方（身分証明書等での住所確認あり）
●期間　12月まで

●販売グッズ　革製ブックカバー（※1）、日本酒「正太郎」（※2）、トートバッグ、
　　　　　　　タンブラー、オリジナル切手、Tシャツ、ミニタオル、箸・スプーンセット
●販売場所　池波正太郎記念文庫（1月28日㈯から）、SHOPたいとう（1月30日㈪から）

（※1）革製ブックカバーは、台東区のふるさと納税の返礼品としても取り扱っています。
（※2）真田太平記館のある上田市の酒蔵との協力により作成しました。区内の酒販店で販売しています。
　　　（問合せ　浅草酒販協同組合 TEL 03−5830−3236）

池波正太郎真田太平記館の入館料が無料になります

●期間（予定）　6月29日㈭～7月5日㈬
上田市がふるさと交流ショップに出店します

池波グッズを販売します

▲池波正太郎真田太平記館（長野県上田市）

池波正太郎　▶︎
真田太平記館
HP

展示

 3月 ポスター展（浅草TX駅通路）
  写真展（生涯学習センター）
 4月 雲霧仁左衛門劇画展（浅草公会堂）
 5月 ポスター展（浅草文化観光センター）
 7月 写真展（生涯学習センター）
 10月 ポスター展（区役所）

掲載情報は、1月時点の情報です。
各イベントの最新情報等、詳しくは図書館HPをご覧ください。

問合せ　中央図書館池波正太郎記念文庫　℡03−5246−5915

写真　但馬一憲（講談社）

「高札」を見て
  池波正太郎の世界を知ろう !

マップを片手に
  ゆかりの地を歩こう !

▲ブックカバー ▲記念切手

顔出しパネル（生涯学習センター）▶︎
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※在庫がなくなり次第、販売終了となります。 

作品の魅力

▲待乳山聖天

ランチは作中に登場する
しゃも鍋を再現！

池波正太郎を人生の師と仰ぐ、
解説本も執筆

直木賞受賞スピーチにて
原点は池波正太郎と語る

父、中一弥氏は
池波作品挿絵画家

参加者には景品をプレゼント !

中央図書館
職員

2023年は、作家・池波正太郎の生誕100年。区では、
このメモリアルイヤーに向けて、区民の皆さま・池波
正太郎ファンの方々に楽しんでいただけるようなさま
ざまな記念事業を企画しています。今号では、記念
事業の魅力をぎゅっとまとめて紹介します。

特別ラッピング
めぐりんが

区内を走ります!

ご参加を
お待ちして
います！

どれもこだわりの
記念グッズです！

上野駅から上田駅までは新幹線で約80分！
ぜひ訪れてみてください！

逢坂剛氏
（第96回直木賞受賞）

◆1月28日㈯
「池波正太郎さんの思い出」

今村翔吾氏
（第166回直木賞受賞）

◆9月16日㈯

山本一力氏
（第126回直木賞受賞）

◆12月15日㈮



【電子申請】 スマートフォン等を使って自宅や会社などから申請・届出ができる、「電子申請」サービスをご利用ください。詳しくは、区HPの電子申請のページ
をご覧ください。

4　令和5（2023）年1月20日 広報

新型コロナワクチン　お早めに接種をお願いします

12歳以上の方
オミクロン株対応ワクチン接種（1回のみ） 初回（1・2回目）接種

初回（1・2回目）接種を完了して、
3か月以上が経過している方
※原則、オミクロン株対応ワク
　チンを使用

これから初めてコロナワクチン
を接種する方
※従来ワクチンを使用

小児（5～11歳）接種 乳幼児（生後6か月～4歳）接種

〇初回（1・2回目）接種
〇3回目接種
　（2回目の接種を完了して、
　5か月以上経過している方）
※小児用ファイザーワクチンを
　使用

〇接種回数は3回で1セットです
（1回または2回の接種でも一
定の効果は期待されます)。

※乳幼児用ファイザーワクチン
　を使用

▲オミクロン株対応
ワクチン接種について

▲小児（5〜11歳）
の接種について

▲初回接種
（1・2回目接種）について

▲乳幼児接種
（生後6か月〜4歳）について

●予約方法
　病院・集団接種会場の予約　
▷電話予約（17歳以下はコールセンターのみ受付）
　台東区コロナワクチン コールセンター
　 TEL  03−4332−7912
　（午前9時〜午後6時　土・日曜日・祝日も対応）
▷インターネット予約（18歳以上の方のみ）
　右記二次元コードより予約
※診療所の予約は各診療所に直接お問合せくだ

さい。
●接種券がお手元にない方
　接種券の発行申請等が必要となります。区HP

をご確認いただくか、相談専用ダイヤルにお問
合せください。

※国からの通知をふまえ、今後、接種会場等が
変更になる場合があります。

　詳しくは、区HP等でお知らせします。

▲予約サイト

▲各種申請

　

●台東区　発熱受診相談センター（月～金曜日 午前9時～午後5時）※祝日を除く
　看護師等が相談に応じ、医療機関の案内等を⾏います。　 TEL 03−3847−9402　 FAX 03−3841−4325（耳や言葉の不自由な方向け）

●東京都 発熱相談センター（24時間）
　 TEL 03−5320−4592、03−6258−5780
　　　 03−5320−4551、03−5320−4411
　 FAX 03−5388−1396（耳や言葉の不自由な方向け）

●東京都 消防庁救急相談センター（24時間）
　 TEL ♯7119、03−3212−2323
●東京都 子供の健康相談室（24時間）
　 TEL ♯8000、03−5285−8898

　

●台東区　休日・夜間発熱相談センター（月～土曜日 午後6時～翌日午前6時、日曜日・祝日午前6時～翌日午前6時）
　 TEL 050−3173−7834	 休日や夜間に発熱等の症状が出た場合、看護師が対応し、必要に応じて診療につなげます。
　 ▷対象　　　区内在住の、65歳以上、⼩学⽣以下の⼦供、妊婦、症状の重い⽅
　 ▷実施期間　3月31日㈮まで（期間を延長しました）

詳しくはこちら▶
（区HP）　

　
休⽇や夜間の相
談窓⼝はこちら
（24時間対応含む）

　平⽇⽇中の相談窓⼝はこちら

新型コロナウイルスの感染が拡大しています！
今一度、感染対策の徹底をお願いします！

●東京都臨時オンライン発熱診療センター
発熱等症状のある、都内在住の13～64歳の⽅は、
オンライン診療を受けられます。詳しくは、都HP
をご確認ください。

●スマートフォンをお持ちの方には、e-Taxでの確定申告作成が便利です
　マイナンバーカードを取得し、スマートフォンへ「マイナポータル」アプリをインス
トールすれば、IＣカードリーダライタがなくても、自宅からスマホを利用して、確定
申告書等を作成・提出することができます。詳しくは、国税庁HPをご覧ください。
※マイナンバーカード未取得でも、ID・パスワード方式を利用しての作成・提出は、

引き続き可能です。
●スマートフォンをお持ちでない方には、国税庁ＨＰでの確定申告書作成が便利です
　国税庁HPの「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に従って金額等を入力
すれば税額などが自動計算され、所得税および復興特別所得税、個人消費税、贈与税の
申告書や青色申告決算書などを作成できます。
※申告期間中は、24時間（メンテナンス時間は除く）利用可
▷問合せ　e-Tax・作成コーナーヘルプデスク TEL 0570（01）5901
●確定申告書作成会場の開設、申告書等の送付先について
▷期間　2月16日㈭〜3月15日㈬（土・日曜日・祝日を除く）
※2月19日㈰・26日㈰は東京国税局で相談・受付
▷場所　上野合同庁舎（池之端1−2−22　東京上野税務署）
※上記期間中は、浅草税務署内には会場はありません。　
▷受付時間　午前8時30分〜午後4時
▷相談時間　午前9時15分〜午後5時
※作成会場の混雑緩和のため、入場には入場整理券が必要です。入場整理券の配付状況

により受付を早めに終了することがあります。また、入場整理券は当日会場で配付
するほか、LINEアプリで事前に入手できます。国税庁LINE公式アカウントを「友だ
ち追加」して、日時指定の入場整理券を入手してください。
▷申告書等の送付先　〒110−8655　池之端1−2−22　上野合同庁舎「東京国税局

業務センター」宛
●税理士による無料申告相談では申告書を作成できます

日程 場所 時間
東京上
野税務
署管内
の方

1月30日㈪・31日㈫ 金杉区民館1階
第2・3集会室

▷受付　午前9時30分〜午後3時30分
▷相談　午前9時30分〜午後4時
※正午〜午後1時は相談は行っており

ません。2月6日㈪・7日㈫ 区役所10階
会議室

浅草税
務署管
内の方

2月7日㈫・8日㈬
(年金受給者等) 台東区民会館

8階第2会議室
▷受付　各部終了時間の30分前まで
▷相談　午前9時30分〜正午（午前の

部）、午後1時〜4時（午後の部）2月9日㈭・10日㈮
(小規模納税者等)

▷対象　年金受給者、給与所得者、小規模納税者など（土地・建物・株式などの譲渡所
得がある方や税理士に依頼されている方を除く）

※混雑緩和のため、オンラインまたは電話による事前申込みとなります。
▷事前申込専用番号　東京上野税務署管内の方は TEL（6629）0025

　浅草税務署管内の方は TEL（6629）0026
※車での来場不可。申告書の提出のみの方は、管轄の税務署へ直接持参するか、郵送で

ご提出ください（左記申告書等の送付先参照）。
●マイナンバーの記載や本人確認書類の写しの添付等は申告書等の提出の都度必要です
　所得税および復興特別所得税・個人消費税・贈与税の申告書には、マイナンバーの記
載が必要です。税務署では申告書を提出する際に、本人確認を行いますので、申告する
本人の本人確認書類（下図参照）の提示または写しの添付が必要です。

本人確認書類
①マイナンバーカードをお持ちの方　マイナンバーカード（個人番号カード）
②マイナンバーカードをお持ちでない方
番号確認書類（以下から1点）

＋

身元確認書類（以下から1点）
・通知カード
・住民票の写しまたは住民票記載事項

証明書（マイナンバーの記載がある
ものに限る）　など

・運転免許証
・公的医療保険の被保険者証
・パスポート
・身体障害者手帳
・在留カード　など

※郵送で申告書を提出する場合は、本人確認書類（マイナンバーカードの場合は両面）
の写しを添付してください。

※自宅等からe-Taxで送信する場合は、本人確認書類の写しの提出は不要です。
●申告書作成のため、各会場へ来場される皆さんへ
　マスク着用の上、できる限り少人数でお越しください。
※検温にご協力をお願いします。37.5度以上の発熱が認められる場合は、入場をお断

りします。なお、発熱等の症状のある方や体調のすぐれない方は、無理せず来場を
控えていただくようお願いします。
▷問合せ　東京上野税務署 TEL（3821）9001㈹
　浅草税務署 TEL（3862）7111㈹

●住民税（特別区民税・都民税）第4期分の納期限は1月31日㈫です
　お近くの金融機関・コンビニエンスストア（バーコードが印字されているものに限る）、
区役所、区民事務所・同分室で忘れずに納めてください。
　また、スマートフォン決済アプリによる納付もできますので、詳しくは納税通知書同
封のチラシまたは区HPをご覧ください。
　口座振替（自動払込）の方は、残高にご注意ください。引き落としの確認は、預貯金
通帳の記帳でお願いします。
※納期限までに納付がない場合は、督促状、催告書や電話などで納付のお願いをしてい

ます。それでも納付がない場合は、納めている方との公平性を保つため、延滞金の
加算や法律に従い差押え処分を行う場合があります。

※病気や災害、退職や事業廃止など、さまざまな理由により期限内の納付が難しくなっ
た場合は、お早めにご相談ください。
▷問合せ　スマートフォン決済や口座振替については税務課 TEL（5246）1114　
　納付にお困りの方のご相談については収納課 TEL（5246）1107

税の申告に関するお知らせ

　　 　問合せ ●台東区コロナワクチン	相談専用ダイヤル
　（午前9時～午後6時、土・日曜日・祝日も対応） TEL 03−6834−7410

●厚生労働省新型コロナワクチン	コールセンター
　（午前9時～午後9時、土・日曜日・祝日も対応） TEL 0120−761−770

接種期間は3月31日㈮までです（予定）。積極的なワクチン接種をお願いします。

必要な場面
でのマスク
着用

こまめな
手洗い

定期的な
換気

ワクチン
接種



【たいとうパープルほっとダイヤル（予約不要）】パートナーとの関係で悩んでいませんか？DVは身体的暴力だけではありません。ひとりで悩まずにご相談く
ださい。▷日時　月～土曜日（第1・3・5月曜日〈祝日の場合は翌日〉を除く）午前9時～午後5時　▷相談専用電話	 TEL 	0120（288）322
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お知らせお知らせ

電力・ガス・食料品等価格高騰緊
急支援給付金（5万円）の提出期
限は1月31日㈫（消印有効）です
●4年度	住民税非課税世帯向け
　対象世帯および対象となる可能性がある
世帯へ、すでにご案内を送っています。提
出期限までにお手続きがない場合は、受給
を辞退したとみなし、給付金を受け取るこ
とができませんのでご注意ください。
●家計急変世帯向け
　世帯全員が予期せず4年1〜12月に家計
が急変し、それぞれの年間収入額が、住民
税非課税水準相当額以下となった世帯が対
象となります。詳しくは区HPをご確認く
ださい。該当すると思われる世帯は、提出
期限までに申請してください。
▷問合せ　台東区住民税非

課税世帯等臨時特別給付
金コールセンター

　 TEL 0120（000）573

令和5年第1回台東区議会定例
会が始まります

　本会議や委員会は、どなたでも傍聴する
ことができます。ぜひ、傍聴にお越しくだ
さい。
▷日程　2月16日㈭〜3月15日㈬
※会議予定等、詳しくは区議会HPをご覧

ください。
※本会議・各委員会の審議は、
　YouTube等で視聴でき

ます。
▷問合せ　区議会事務局　
　 TEL（5246）1473

衆議院議員選挙の小選挙区は
台東区全域が第2区になります

　公職選挙法の一部改正により、衆議院議
員選挙小選挙区の区域が改定されました。
　これまで台東区は、東京都第2区と第
14区に分かれていましたが、改正後は台
東区全域が東京都第2区になります。
　第2区は、これまで台東区、中央区、文
京区、港区で構成されていましたが、改正
後は、台東区と中央区で構
成されます。次の衆議院議
員総選挙から新しい選挙区
で選挙が行われます。
※詳しくは、区HPをご覧ください。
▷問合せ　選挙管理委員会事務局 
　 TEL（5246）1461

令和5・6年度区政サポーター
募集

　区政に関するアンケートに対し年4回郵
便またはメールで回答していただきます。
▷任期　5・6年度（2年間）
▷対象　区内在住で、5年4月1日現在、

中学生以上の方
※メールによるサポーターを希望する方

は、スマートフォンや自宅にパソコン
等があり、インターネットを閲覧でき、
自分のアドレスをお持ちで、日本語で
のやりとりができる方
▷募集人数　200人（抽選）
※地域や年齢構成等を考慮して選考
▷謝礼　アンケート1回の回答につき500

円分の図書カード
▷申込方法　郵便によるサポーターを希望

する方は、住所・氏
ふりがな

名・生年月日・性別・

電話番号・職業・応募動機・区政サポ
ーター経験の有無を書いて、はがき、
封書、ファクスのいずれかで下記問合
せ先へ。メールによるサポーターを希
望する方は、下記二次元コード（区HP

「区民の声」）から申込み。
▷申込期間　1月20日㈮〜2月17日㈮（必

着）
▷問合せ　〒110−8615
　台東区役所広報課 
　 TEL（5246）1023
　 FAX（5246）1029

国立西洋美術館全館休館の
お知らせ

　館内整備に伴い、下記の期間、全館休館
となります。
▷期間（予定）　1月23日㈪〜3月17日㈮
▷問合せ　都市交流課　
　 TEL（5246）1193

シルバー人材センターが
仮移転します
▷移転期間　2月20日㈪〜9年夏頃（予定）
▷仮移転先　東上野1−28−5　1・2階
▷移転先電話番号　 TEL（5817）4919
▷問合せ　高齢福祉課　
　 TEL（5246）1221

図書等の宅配サービスの利用
要件が変わりました

　要介護1〜4の方もご利用いただけるよ
うになりました。
▷対象　区内在住で、①②のいずれかに該

当する方
①身体障害者手帳をお持ちの方で、次の等

級に該当する方　下肢・体幹・移動機
能障害1〜2級、心臓・じん臓・呼吸器・
ぼうこう・直腸・小腸機能障害1・3級、
免疫・肝臓機能障害1〜3級

②介護保険被保険者証をお持ちの方で、要
介護１〜５の方
▷利用できる資料（貸出点数）　図書・雑

誌（7冊まで）、CD（2
点まで）、DVD・ビデ
オ（1点まで）
▷問合せ　中央図書館　
　 TEL（5246）5911

オンラインによる転出および
転入（転居）予約サービスの
開始について

　2月6日㈪より、マイナポータルを通じ
たオンラインによる転出および転入（転居）
予約が可能となります。
▷対象　マイナンバーカード所有者
※本サービス利用時は、マイナンバーカー

ドの2種類の電子証明書機能が必要です。
※詳しくは、区HPをご覧ください。
▷問合せ　戸籍住民サービス課　
　 TEL（5246）1164

災害救援用資材が配備されま
した

　日本赤十字社から、災害救援用（4年度
配備）として、LED投光器2台が危機・災
害対策課に、自動ラップ式トイレ1台が上
野地区センターに配備されました。
▷問合せ　区民課 TEL（5246）1122

免許証を返納した方に記念品
を差し上げます

　区内在住の満65歳以上の方で、運転免
許証を1年以内に自主返納した方に、台東
区循環バス「めぐりん」専用回数券（11
回分の乗車券）を差し上げています。
▷申請方法　東京都公安委員会発行の「運

転免許証の取消通知書」または「運転
経歴証明書」を下記へ持参または電子
申請
▷問合せ　交通対策課（区役所5階②番）
　 TEL（5246）1288

保険・年金保険・年金

新型コロナウイルス感染症にか
かる傷病手当金の適用期間が
3月31日㈮まで延長されました
▷対象　国民健康保険・後期高齢者医療制

度の加入者で、新型コロナウイルス感
染症に感染、または発熱などの症状が
あり感染が疑われ、療養のために就労
できなかった方

※給与等の支払いを受けている方に限る
▷支給対象となる日数　就労できなかった

期間のうち、初めの3日間を除いた4日
目以降の就労を予定していた日数
▷支給額　直近の継続した3か月の給与収

入の合計額÷就労日数×3分の2×支給
対象となる日数

▷適用期間　2年1月1日〜5年3月31日
※入院が継続する場合は最長1年6か月ま

で
▷問合せ　国民健康保険課
　 TEL（5246）1253
　後期高齢者医療「広域連合お問合せセン

ター」
　 TEL  0570（086）519

医療費通知を送付します

●国民健康保険・後期高齢者医療制度
　保険診療にかかる医療費等を記載してい
ます。受診内容等の確認や、健康管理、医
療費管理にご活用ください。
　国民健康保険に加入の方は2月上旬、後
期高齢者医療制度に加入の方は1月下旬に
送付します。
▷問合せ　国民健康保険課給付係
　 TEL（5246)1253
　国民健康保険課後期高齢者医療係
　 TEL（5246)1254

20歳になったら「国民年金」

　日本に住む20歳から60歳未満の全ての
方は、就職して厚生年金・共済年金に加入
している方を除き、国民年金に加入し、保
険料を納めることになっています。
　国民年金は老後の生活の保障だけでな
く、万が一、病気やけがで障害が残ったと
きの障害基礎年金や、一家の働き手が亡く
なったときの遺族基礎年金など、あなたや
家族を守ってくれます。
　学生や収入が少なく納付が困難な方は、

「学生納付特例」や「納付猶予」などの保
険料の支払いを猶予する制度がありますの
で、年金の保険料の支払いが難しい方はご
相談ください。免除手続きが遅れたり、保
険料の納め忘れがあると障害基礎年金や遺
族基礎年金が受けられなくなったり、将来
の老齢基礎年金の額が少なくなります。詳
しくは、下記へお問合せください。
▷問合せ　区民課国民年金係
　 TEL（5246）1262

教育委員会委員が
決まりました

選挙管理委員が決まりました

データを活用して地域の課題を解決！
東日本電信電話㈱とＤＸ推進に関する連携協定を締結しました

　12月20日に開催された令和4年第
4回区議会定例会の本会議において、
浦井祥子氏の教育委員会委員選任につ
いて同意がなされ、12月25日付で就
任しました。
●教育委員会委員（敬称略）

　浦
うら

井
い

祥
さち

子
こ
（新任）

　12月20日に開催された令和4年第4回区議会定例会の本会議で、選挙管理委員が選
ばれました。
　なお、12月26日に開催された選挙管理委員会で、伊豫永直一委員は委員長に、寺
井康芳委員は委員長職務代理者に選任されました。
▷問合せ　選挙管理委員会事務局 
　 TEL（5246）1461
●選挙管理委員（敬称略）

　ＤＸを推進し、地域社会の課題を解決する
とともに、区民サービスの向上や地域の活性
化等を図るため、12月23日に区役所で、東
日本電信電話(株)と相互に連携・協力する協
定を締結しました。今後は本協定に基づき、
両者でDX研究会を開催していきます。
▷問合せ　情報政策課
　 TEL（5246）9022

伊
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永
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直
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【毎月30日は、たいとう食ハピＤａｙ】外食時には食べきれる量を注文するように心がけましょう。おいしく残さず全部食べれば、作ってくれた人もハッピーに。
できることから食品ロス削減に取り組みましょう。区ＨＰ等で、具体的な取り組みを紹介しています。	▷問合せ　清掃リサイクル課 TEL（5246）1018

福祉福祉
（高齢・障害等）（高齢・障害等）

家族介護慰労金を給付します

　介護サービスを使わずに重度の要介護状
態の方を在宅で介護している同居のご家族
に、慰労金を給付します。
▷対象　過去1年間、次の全てに該当してい

る家族　①介護される方が、要介護4ま
たは5の認定を受けている　②介護され
る方が、在宅で生活している（通算90日
以上入院していないこと）　③介護サービ
スの利用日数の合計が通算10日以内であ
る（福祉用具貸与・購入、住宅改修を除く）

　④介護する方・される方の世帯全員が、
住民税非課税　⑤申請日の時点で、介護
する方（40歳以上の場合）・される方とも
に介護保険料の滞納等がない
▷給付額　10万円
▷申込み・問合せ　介護保険課
　 TEL（5246）1249　

介護サービスの利用料の一部
が軽減されます（社会福祉法
人等による利用者負担額軽減）

　軽減制度に協力する事業所のサービスを
利用した場合、介護サービス費の利用者負
担および食費・居住費（滞在費）の4分の
１を軽減します。
▷対象　次の全てに該当し、区が生計困難

と認めた方　①世帯全員の住民税が非課
税　②世帯の前年の収入（仕送りや手当、
非課税年金等を含む）が、単身世帯で
150万円以下（世帯員が1人増えるごと
に50万円加算）　③世帯の預貯金等の額
が、単身世帯で350万円以下（世帯員
が1人増えるごとに100万円加算）  ④自
宅以外に活用できる資産（土地や家屋等）
がない　⑤負担能力のある親族等に扶
養されていない　⑥介護保険料を滞納

していない
▷対象サービス　訪問介護・通所介護・短

期入所生活介護、特別養護老人ホーム
における施設サービス等

※申請方法等詳しくは、下記へお問合せく
ださい。
▷問合せ　介護保険課
　 TEL（5246）1249

中等度難聴児の補聴器等購入
費用を助成します

　身体障害者手帳の交付対象とならない中
等度難聴児が補聴器および補聴システムを
購入する場合、費用の一部を助成します。
※助成を受けるには購入前の申請が必要

です。
▷対象　区内在住の18歳未満で次の全て

に該当する方　①両耳の聴力レベルが
おおむね30デシベル以上で、身体障害
者手帳（聴覚障害）の交付対象の聴力
に該当しない　②補聴器の装着により、
言語の習得等一定の効果が期待できる
と医師に判断された

※所得制限などにより対象とならない場合
があります。
▷助成額　1台あたり上限137,000円
※世帯の収入状況により自己負担（1割）

があります。
▷申込方法　申請書・所定様式の医師意見

書（下記問合せ先で配布）、補聴器の見
積書を持参

※詳しくは、下記へお問合せください。　
▷問合せ　障害福祉課（区役所2階⑩番）
　 TEL（5246）1201
　 FAX（5246）1179

民間緊急通報システムをご利
用ください
●民間緊急通報システム（高齢者）
　ボタンひとつで民間の警備会社へ通報で
きる、ペンダントと機器を貸与します。急
病時等には救急車両の要請等を行います。
▷対象　65歳以上の高齢者のみの世帯の

方で、慢性疾患等で常時注意の必要な方
▷月額利用料（税込）　住民税が課税世帯

の方は660円、住民税が非課税世帯の
方は330円

※利用者の身体介助は行えません。
▷申込み・問合せ　高齢福祉課（区役所2

階⑥番）TEL（5246）1222
●民間緊急通報システム（障害者）
　ボタンひとつで民間の警備会社へ通報で
きる、ペンダントと機器を貸与します。緊
急時には救急車両の要請等を行います。ま
た、希望者には火災センサーも貸与します。
▷対象　次の全てに該当する方　①区内在

住の18歳以上で、身体障害者手帳1・2
級または重度の難病患者の方　②ひと
り暮らしや障害者のみの世帯で緊急時
の対応が困難な方

※65歳以上で、上記高齢者用の同制度該
当者は除く
▷月額利用料（税込）　月330円
※住民税非課税世帯・生活保護世帯は免除
▷申込み・問合せ
　障害福祉課（区役所2階⑩番）
　 TEL（5246）1201
◆　以降、上記記事の共通項目　◆

※救急搬送等のため、委託業者に鍵を預け
ていただきます。

金婚・ダイヤモンド婚おめで
とうございます
●金婚
・箕輪金次郎・登美子（元浅草1）
●ダイヤモンド婚　
・長谷川弘・有子（清川1）
・飯塚得生・裕子（浅草橋5）
　結婚50周年（ダイヤモンド婚は60周年）
を迎えるご夫婦で、11月までに申請した
方を掲載しています（申請順･敬称略）。掲
載を希望する方は、下記へご連絡ください。
▷申込み・問合せ　高齢福祉課（区役所2

階⑥番） TEL（5246）1221

環境環境
リサイクルリサイクル

ウミネコによる被害を防ぐた
めに事前の対策を

　4〜8月はウミネコの繁殖期です。鳴き

声やフンによる
被害を防止する
ため、早めの防
鳥対策を講じる
ことが大切で
す。詳しくは、
右記二次元コードをご覧く
ださい。
▷問合せ　環境課
　 TEL（5246）1283

食品ロスおよびCO2排出削減
の推進に関する連携協定を
ZERO㈱と結びました

　食品ロス削減のための無人販売機fuubo
（フーボ）を開発したZERO㈱と区が協定
を結びました。4月にはfuuboを区役所に
設置し、賞味期限間近などの未利用品の有
効活用の購入促進を図ります。
　fuuboに商品を入れたい区内事業者を
募集します。関心がある方は、下記へお問
合せください。
▷問合せ　清掃リサイクル課
　 TEL（5246）1018

住宅住宅
まちづくりまちづくり

都営住宅入居者募集
（東京都公募）
▷募集住宅　家族向（ポイント方式）、単

身者向・シルバーピア（抽せん方式）
※申込みできる世帯が限定されています。

詳しくは、下記へお問合せください。
▷申込書配布期間　2月1日㈬〜9日㈭（閉

庁日を除く）
▷申込書配布場所　区役所1階戸籍住民サ

ービス課・5階⑩番住宅課、区民事務所・
同分室、地区センター

※東京都住宅供給公社HPからダウンロー
ド可
▷申込み・問合せ　東京都住宅供給公社都

営住宅募集センター
　 TEL（3498）8894
▷問合せ　テレホンサービス
　 TEL（6418）5571
　台東区住宅課
　 TEL（5246）1367

①介助員（重症心身障害者対象）
▷職務内容　重症心身障害者の日中活動

支援・日常生活介助（移乗介助を含む）
▷募集人数　1人
▷給与（月額）　225,540円
②言語聴覚士（重症心身障害者対象）
▷職務内容　重症心身障害者に対する嚥

えん

下
げ

訓練・言語機能訓練・相談・指導
▷募集人数　1人
▷給与（月額）　19,388円
③看護師（重症心身障害者対象）
▷職務内容　重症心身障害者の健康管

理・介助・喀痰吸引・経管栄養・導
尿等の医療的ケア
▷募集人数　1人
▷給与（月額）　261,128円
④言語聴覚士（幼児療育）
▷職務内容　心身の発達に心配のある子

供・障害のある子供への評価・指導、
保護者支援
▷募集人数　1人
▷給与（月額）　11,632円
⑤言語聴覚士（幼児療育）
▷職務内容　心身の発達に心配のある子

供・障害のある子供への評価・指導、
保護者支援、地域支援
▷募集人数　1人
▷給与（月額）　269,238円
⑥保育士（幼児療育）
▷職務内容　心身の発達に心配のある子

供・障害のある子供への指導（集団・
個別）、保護者支援、地域支援
▷募集人数　1人
▷給与（月額）　206,913円
⑦臨床（発達）心理士（幼児療育）
▷職務内容　心身の発達に心配のある子

供・障害のある子供への心理相談・
発達評価・指導（集団・個別）、保護
者支援、地域支援
▷募集人数　2人
▷給与（月額）　269,238円
◆　以降、上記記事の共通項目　◆
▷雇用期間　4月1日〜6年3月31日（勤

務実績等に応じて再度の任用あり）
※別途交通費支給、②④を除く
※勤務形態や対象等詳しくは、区HPを

ご確認ください。
▷申込方法　封書に希望職種を朱書き

し、履歴書（写真貼付）、返信用封筒（長
形3号、94円切手貼付）、志望動機（④
〜⑦の職種のみ）、資格証明書の写し
を下記問合せ先へ郵送か持参
▷申込締切日　2月17日㈮（必着）
※書類選考合格者のみ面接選考実施。
※詳しくは、会館HPをご覧になるか下

記へお問合せください。
▷勤務地・問合せ　〒111−0036　
　台東区松が谷1−4−12
　松が谷福祉会館 
　 TEL（3842）2671

▷利用期間　4月〜6年3月末
▷利用手数料　年3,000円
▷申込方法　往復はがきの「往信」の裏

面に希望置場名（①〜⑬）・住所・氏
名・電話番号・区内に在勤（学）の
方は、勤務先（学校）名・所在地・
区主催の自転車安全利用講習会受講
の有無、「返信」の表面に住所・氏名
を書いて右記問合せ先へ（抽選・電
子申請可）

※法人は不可。1人1か所。往復はがき
以外・重複申込み・記入不備は無効。
記入不備についての問合せはお受け
しません。

※区内在住の方は優先、区主催の自転車
安全利用講習会受講者は、抽選が優
遇されます。

※必要に応じて本人確認書類等で住所の
確認を行う場合があります。
▷申込締切日　2月1日㈬（当日受信、

消印有効）　
※4月以降も空きがあれば、随時受付。

※利用できるのは申込者本人のみであ
り、他者への譲渡、売却、貸与等は
不可（家族を含む）。
▷当落選通知発送日（予定）　3月1日㈬
▷名称（所在地）
①日暮里駅西口谷中霊園口(谷中7−16

先および21先）
②日暮里駅西口（谷中7−15地先）
③日暮里駅おもいやり自転車置場（JR日

暮里駅構内）
※65歳以上の高齢者および親子自転車

利用者限定
④三ノ輪（三ノ輪2−15地先）
⑤厩橋（駒形2−1地先）
⑥隅田公園（花川戸1−1）
⑦上野駅中央口前（上野7−1地先）
⑧上野駅浅草口前（上野7−3地先）
⑨上野駅地下鉄本社前(東上野3−19地

先）
⑩上野駅南(上野6−7地先）
⑪池之端(池之端1−1）
⑫上野駅西(上野6−16地先）
⑬上野駅東(東上野3−18地先）
▷問合せ　〒110−8615
　台東区役所交通対策課
　 TEL（5246）1305

令和5年度
自転車置場利用者募集

松が谷福祉会館  会計年度任用職員募集
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子育て・教育子育て・教育

子育て世帯生活支援特別給付
金（ひとり親世帯分・ひとり親
世帯以外分）の申請期限は2月
28日㈫（消印有効）です
▷給付額　児童1人あたり5万円
※他自治体からの支給を含め、本給付金の

受給は1度限りです。
▷申請が必要な方
・ひとり親世帯　新型コロナウイルス感染

症の影響を受けて家計が急変するなど、
2年2月以降の収入が児
童扶養手当を受給してい
る方と同水準となってい
る方

・ひとり親世帯以外　高校生のみを養育し
4年度住民税均等割が非課税の世帯や、
新型コロナウイルス感染症の影響を受
けて家計が急変するなど、4年1月以降
の収入が4年度住民税均
等割非課税の世帯と同水
準となっている世帯等

※対象要件や必要書類等、
詳しくは区HPをご確認ください。
▷問合せ　厚生労働省コールセンター
　 TEL  0120（400）903
　子育て・若者支援課（区役所6階⑥番）
　 TEL（5246）1057　

居宅訪問型病児・病後児保育利
用料助成事業をご存じですか
▷対象　区内在住の生後6か月〜小学生の

児童
▷対象費用　医療機関への受診（サービス

の利用前後7日以内）を伴う病気、けが
などにより利用したベビーシッター等
の派遣による病児・病後児保育サービ
スの利用料

※入会金、年会費等は対象外（これらに利
用料が含まれている場合の利用料相当
分は対象）
▷助成額　利用料の半額（上限年額4万円）
▷対象事業者　①（公社）全国保育サービ

ス協会加盟事業者　②（公社）全国保
育サービス協会が国から委託を受けて
実施するベビーシッター派遣事業の割
引券取扱事業者
▷申請方法　サービスを受け、利用料を支

払った後（利用日から1年以内）に下記
問合せ先へ申請書を提出

※詳しくは、区HPか下記問合せ先、保育
園等で配布するパンフレットをご覧く
ださい。
▷問合せ　児童保育課（区役所6階⑧番）
　 TEL（5246）1309

病後児保育をご利用ください

▷利用日時　月〜金曜日午前8時30分〜
午後5時30分
▷場所　ソラスト竜泉保育園（竜泉3−

13−3）
▷対象　区内在住で生後6か月〜就学前の

病気の回復期等にある子供
▷定員　4人
▷費用　2,300円（昼食・おやつ代含む、

所得に応じて減額あり）
※事前登録が必要です。申込方法等詳しく

は、下記へお問合せください。
▷問合せ　児童保育課
　 TEL（5246）1309

区立幼稚園、小・中学校、保
育園特別支援教育支援員募集
●特別支援教育支援員（幼稚園、小・中学校）
▷勤務場所　区立幼稚園、石浜橋場こども

園、区立小・中学校
▷採用期間　4月1日〜6年3月31日
▷勤務形態　月〜金曜日午前8時30分〜

午後3時30分（1日6時間勤務）
※土・日曜日勤務の場合あり
▷給与（月額）  103,293円（月15日勤務

の場合）
※期末手当支給（支給要件あり）、交通費

支給
※月15日勤務は雇用保険・健康保険・厚

生年金等に加入
●特別支援教育支援員（保育園）
▷勤務場所　区立保育園・石浜橋場こども

園
▷採用期間　4月1日〜6年3月31日
▷勤務形態　月〜土曜日午前9時〜午後5

時
▷給与（月額）  136,576円（月17日勤務

の場合）
※期末手当支給（支給要件あり）、交通費

支給
※月13日・17日勤務は雇用保険・健康保

険・厚生年金等に加入
◆　以降、上記記事の共通項目　◆

▷業務内容　支援を要する園児・児童・生
徒へのサポート
▷対象　特別支援教育に理解があり、健康

で意欲的な方（資格不問・大学等に在
学中の方も可）
▷募集人数　20人程度
▷選考方法　書類選考の上、2月上旬に面

接
※採用が決定した場合、過去6か月以内撮

影の胸部X線診断書の提出が必要（自己
負担）　
▷申込方法　履歴書（区HP「採用情報」

からダウンロード可、顔写真添付）を
下記問合せ先へ郵送か持参

※希望職種（両方選択可）、勤務可能曜日・
勤務可能日数を記入
▷申込締切日　2月2日㈭（必着）
▷問合せ　〒111−8621　生涯学習セン

ター5階　教育支援館
　 TEL（5246）5921

健康健康

台東区ウォーキングマップ
（2022年版）を作成しました
　健康推進委員
のすすめるコー
スが地区ごとに
掲載された、区
内を楽しく歩け
る地図です。
▷配布場所　台

東保健所2階、
区役所１階総
合案内、区民
事務所・同分室、地区センター等
▷問合せ　台東保健所保健サービス課
　 TEL（3847）9406

台東区特定不妊治療費（先進
医療）助成制度を始めました

　東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事
業の承認を受けた方につき、治療費の一部
を助成します。
▷対象　次の全てに該当する方　①東京都

特定不妊治療費（先進医療）で助成上
限額15万円の助成を受けている　②都
への申請時に婚姻関係にある夫婦であ
る（事実婚を含む）　③区への申請時に
夫婦のいずれかが区内に住民登録があ

る　④他の区市町村から先進医療の助
成を受けていない
▷助成額　先進医療にかかる医療費の7割

のうち、都の助成上限を超えた部分に
つき、最大5万円

※助成回数については下記へお問合せくだ
さい。
▷申込方法
①台東区特定不妊治療費（先進医療）助成

申請書兼請求書
②東京都特定不妊治療費（先進医療）助成

事業受診等証明書（写し）
③東京都特定不妊治療費（先進医療）助成

承認決定通知書（写し）
④戸籍謄本等（申請者と配偶者の住民登録

が異なる場合）を下記問合せ先へ郵送
か持参

※詳しくは、下記問合せ先へ
▷申込締切日　都の助成承認決定日から6

か月以内
▷問合せ　〒110−0015　台東区東上野

4−22−8　台東保健所保健サービス課
　 TEL（3847）9447

がん検診体験記を募集します

　「台東区のがん検診を受診して、早期発
見・治療ができた」、「台東区のがん検診を
受診してよかった」等の体験記を募集します。
▷申込方法　下記二次元コードから電子申

請か郵送で下記問合せ先へ
※郵送での応募の場合、指定の書式があり

ます。ご希望の方は事前に下記問合せ
先までご連絡ください。
▷申込締切日　3月10日㈮（必着）
▷問合せ　〒110−0015
　台東区東上野4−22−8
　台東保健所保健サービス

課 TEL（3847）9481

5年度台東区食品衛生監視指
導計画（案）へのご意見募集

　5年度の台東区食品衛生監視指導計画
（案）を公表しています。皆さんのご意見・
ご質問をお寄せください。
▷閲覧・意見提出用紙配布場所　区役所3

階⑦番区政情報コーナー、台東保健所、
浅草保健相談センター、区民事務所（区
HPでも閲覧可）
▷提出締切日　2月17日㈮
▷問合せ　台東保健所生活衛生課
　 TEL（3847）9466

ベビーシッター利用支援事業（一時預かり利用
支援事業）の対象を小学3年生まで拡充しました
▷対象　区内在住で、次のいずれかに該

当する保護者（保育認定の有無は問
いません）　① 医療機関の受診等の日
常生活上の突発的な事情や社会参加、
リフレッシュ等の幅広い理由により、
一時的に保育を必要とする　② ベビ
ーシッターを活用した共同保育（保
護者とベビーシッターによる保育）
を必要とする
▷対象児童　0〜満9歳になる年度の末

日までの児童
▷補助金額　1時間あたり下記の金額を

上限に利用料を補助　①2,500円（午
前7時〜午後10時）　②3,500円（午
後10時〜午前7時）　

※入会金、会費、交通費、キャンセル料、
保険料、おむつ代等の実費等、サービ
ス提供に付随する料金は含みません。
▷上限時間　児童1人につき年度あたり

144時間、多胎
児は児童1人に
つき年度あたり
288時間
▷必要書類　①台

東区ベビーシッ
ター利用支援事
業補助金交付申請書兼請求書　②ベ
ビーシッター利用内訳表　③ベビー
シッター利用支援事業補助事業ベビ
ーシッター要件証明書　④利用料の
領収書　⑤利用料明細書

※該当者のみクーポンによる支払いや勤
務先の福利厚生等の助成を受けたこ
とが分かる物の写しが必要

※申込方法等詳しくは、区HPまたは下
記問合せ先へ
▷問合せ　日本堤子ども家庭支援センタ

ー TEL（6458）1566　
申込み・問合せ 浅草保健相談センター TEL（3844）8172

台東保健所保健サービス課 TEL（3847）9497

●1～3か月児の育児相談
日時 場所

2月15日㈬午後1時30分〜3時 台東保健所
2月21日㈫午後1時30分〜3時10分 浅草保健相談センター
●育児相談（対象は1歳5か月までの子供）

日時 場所
2月2日㈭午前10時〜11時 日本堤子ども家庭支援センター
2月7日㈫午前10時〜11時 日本堤子ども家庭支援センター谷中分室
2月8日㈬午前10時〜11時 台東子ども家庭支援センター
2月10日㈮午前10時〜11時 寿子ども家庭支援センター
2月15日㈬午前9時30分〜11時10分 台東保健所
2月21日㈫午前9時30分〜11時10分 浅草保健相談センター
●とことこ育児相談（対象は１歳６か月以上の子供）

日時 場所
2月15日㈬午前9時30分〜11時 浅草保健相談センター
2月28日㈫午前9時30分〜11時10分 台東保健所

新型コロナウイルス感染症対策のため、個別相談のみ実施して
おります。詳しくは、区HPをご覧ください。

育児相談育児相談（予約制）（予約制）

お気軽にご相談
ください！
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【はがきでの申込みについて】●台東区役所と生涯学習センターのみ、郵便番号を記載すれば住所を省略できます。台東区役所は「〒110－8615」、生涯学習センター
（中央図書館ほか）は「〒111－8621」です。（例）〒110－8615　台東区役所○○課　●往復はがきでの申込みは返信表面に住所・氏名を書いてください。

催しもの催しものなどなど催しもの催しものなどなど
世界遺産区民講座「着せ替えドミ
ノで工作する、あなただけのミュー
ジアム」（建築ワークショップ）
時 3月18日㈯①午前10時〜午後0時30分
②2時30分〜5時　場区役所10階会議室
対区内在住か在学の小学3〜6年生と保護
者（2人1組）　定各15組30人（抽選）　
講 T＊O（建築家ユニット）、おくやめぐ
み氏（京都府立大学准教授）　申往復はが
きに記入例1（受講したい回を希望順に
記入）・2・参加者全員の3・4・子供の
学年、在学の方は6を書いて下記問合せ
先へ（電子申請可）　締 2月20日㈪（必着）
問〒110−8615　台東区
役所都市交流課「世界遺産
区民講座」担当
TEL（5246）1193

滋賀県長浜市　湖北・長浜観音
文化第２回パネル展、講演会

●パネル展　時 2月14日㈫〜28日㈫午前
9時〜午後8時（最終日は5時まで）　場浅
草文化観光センター7階
●講演会　「観音の里の村人とホトケたち」
時 2月25日㈯午後1時30分〜3時　場浅
草文化観光センター6階多目的スペース　
定 40人（先着順）　申電話で下記申込先
へ　受付期間 2月6日㈪正午〜24日㈮午
後5時　申・問 長浜市歴史遺産課
TEL 0749（65）6510
◆　以降、上記記事の共通項目　◆

問台東区都市交流課 TEL（5246）1193

台東区芸術文化支援制度対象企
画	「対話篇	THE	DIALOGUES	
OF	DOOR	第2号/vol.2」

台東区で活動する団体と共創し、全編手話
を用いたショート・フィルムと読み上げナ
レーションも加えた、対話によるオムニバ
ス作品を制作。WEBにて電子書籍のコン
テンツとして公開します。 公開予定日 2
月1日㈬※下記二次元コードの「お知らせ」
欄よりご覧いただけます。 問川原吉恵　
Eメール dlab2525dlab@
gmail.com　
台東区文化振興課
TEL（5246）1328

歌舞伎文字「勘亭流書道」
作品展

歌舞伎文字の作品展示・実演をします。筆
耕体験もできます。 時 2月10日㈮〜12

日㈰午前9時〜午後8時（最終日は5時ま
で）　場浅草文化観光センター7階展示ス
ペース　問浅草文化観光センター
TEL（3842）5501

世界遺産PRパネル展

時 1月30日㈪まで午前9時〜午後9時　
場生涯学習センター　問都市交流課世界
遺産担当 TEL（5246）1193

たいとう就職面接会

区内企業約12社が参加する就職面接会で
す（正社員中心の求人）。 時 2月16日㈭
午後1時30分〜3時45分（受付は1時〜3
時15分、企業PRタイム1時30分〜2時）
場区役所10階会議室　持履歴書、職務経
歴書（複数持参）、ハローワーク紹介状　
申込開始日 2月1日㈬　申ハローワーク上
野 TEL（3847)8609　41#
問産業振興課 TEL（5246)1152

江戸たいとう伝統工芸館
「匠サロン」

職人に聞いてみたいこと、職人の仕事につ
いて知りたいことなど、ぜひ直接お尋ねく
ださい。 時 2月24日㈮午後6時〜8時　
場江戸たいとう伝統工芸館　定 6人（抽
選）　締 2月10日㈮　申・問 産業振興課
TEL（5246）1131

生誕140年特別展
「アトリエの朝倉文夫」
時 1月21日㈯〜5月28日㈰　開館時間 午
前9時30分〜午後4時30分（入館は4時ま
で）　 入館料 一般500円、小中高生250
円※入館時は靴を脱ぎ靴下着用　
休館日 月・木曜日（祝休日と重なる場合
は翌日）  場・問 朝倉彫塑館
TEL（3821）4549

　　　　　　　おう　ぎ　　し らん　てい　じょ

特別展「王羲之と蘭亭序」

時 1月31日㈫〜4月23日㈰午前9時30分
〜午後4時30分（入館は4時まで）　
入館料 一般500円、小中高生250円　
場・問 書道博物館 TEL（3872）2645

体験教室　
旧奏楽堂のパイプオルガン・チェ
ンバロを弾いてみよう！
時 3月4日㈯①午前10時　②午後1時　
内①楽器見学会（鍵盤楽器未経験者可）
②公開レッスン（鍵盤楽器経験者のみ）
講大塚直哉氏（東京藝術大学音楽学部教

授）　費 ①1,000円　②3,000円　申 申
込用紙（旧奏楽堂HPからダウンロード可）
に記入し郵送かファクスで下記問合せ先へ

（旧奏楽堂HPからも申込可）
締 2月10日㈮（必着）　場・問 旧東京音楽
学校奏楽堂 TEL（3824）1988　
FAX（3824）1989

リサイクル

●フリーマーケット出店者募集　時①2月
5日㈰午前10時〜午後3時　②12日㈰午
前9時〜午後3時　③19日㈰午前10時〜
午後4時　場花川戸公園※車での来場不
可、天候や実施団体の判断により中止の場
合あり　出店数（予定）①30店　②20店　
③40店　出店料 ①②③2,000円※③は区
民は会HPから予約で1,500円
申・問（土・日曜日・祝日を除く）①フリーマー
ケット推進ネットワーク（午前9時〜午後
6時）TEL 048（268）8711　②タイム
マシーンカンパニー（午前10時〜午後5時）
TEL 050（3616）3300　③リサイクル
推進友の会（午前10時〜午後4時）※会HP
か当日会場で申込み
TEL（3412）6857　問 台東区清掃リ
サイクル課 TEL（5246）1018
●リサイクル活動室出前講座「毛糸編みで
ボランティア体験」　時 2月18日㈯午後2
時〜4時　場清川区民館　定 7人（先着順）
申・問 清掃リサイクル課
TEL（5246）1018
●リサイクル情報交換コーナー　環境ふれ
あい館ひまわりの3階リサイクル情報交換
コーナーでは、家具･電化製品などの「ゆ
ずります」｢ゆずってください｣ の情報を
パネルに掲示しています。ご利用ください。
ゆずります　テーブル、テレビ台、本棚、
ドレッサー、コーヒーメーカー
ゆずってください　ピアノ、ブルーレイハ
ードディスクプレーヤー
※上記の情報は1月1日現在の内容です。
詳しくは、下記へお問合せください。　
問環境ふれあい館ひまわり3階生活家電ご
み持込窓口 TEL（3866）8361

キッズONLINEライブレッスン

時（全3回）2月19日、3月5日・19日の日
曜日　①午前9時〜9時20分　②9時40分
〜10時　コース ①3・4歳コース　②5・
6歳コース　対区内在住の平成28年4月2
日〜31年4月1日生まれの
子供　定各コース80人（先
着順）　申電子申請　
申込期間 1月22日㈰〜2月

12日㈰※詳しくは、区HPをご覧ください。
問スポーツ振興課  TEL（5246）5853

図書館のこども室から

●本でしりとり　こどもしつにある本のタ
イトルでしりとりをしてみましょう。　
時 2月1日㈬〜28日㈫　対小学生以下　
場・問 根岸図書館 TEL（3876）2101
●あかちゃんえほんタイム　時 2月7日㈫
午前11時　対区内在住の令和3年8月7日
〜4年8月6日生まれの子供と保護者　
定 6組※参加は子供1人につき1回まで　
申直接下記問合せ先カウンターまたは電
話で申込み　申込開始日 1月24日㈫※申
込みは保護者に限る。中央図書館では受付
しません。 場・問 中央図書館谷中分室
TEL（3824）4041
●あかちゃんえほんタイム　時 2月21日
㈫午前11時　場生涯学習センター　対区
内在住の令和3年8月21日〜4年8月20日
生まれの子供と保護者　定 8組※参加は子
供1人につき1回まで　申直接下記問合せ
先カウンターまたは電話で申込み　
申込開始日 2月7日㈫※申込みは保護者に
限る。 問中央図書館 TEL（5246）5911

老人福祉センターの催し

●ほのぼの寄席　
時①3月4日㈯　②8日㈬　③16日㈭　④
24日㈮　①〜④午後1時30分〜2時30分
対区内在住の60歳以上の方
定（先着順）①②③各20人　④15人　
出演 ①③桂伸治 ほか　②④神田すみれ 
ほか　申直接下記問合せ先または電話で
申込み　申込開始日 2月7日㈫　
場・問 ①入谷区民館（かがやき長寿ひろ
ば入谷） TEL（3834）6370（老人福祉
センター内専用電話）
②橋場老人福祉館 TEL（3876）2365　
③老人福祉センター TEL（3833）6541
④三筋老人福祉館 TEL（3866）2417

講座講座・・相談会相談会などなど講座講座・・相談会相談会などなど
スマホで申込みや申請！講座
−基本編−
時 ①2月15日㈬　②17日㈮　③④27日
㈪　⑤⑥28日㈫　①②③⑤午前10時　④
⑥午後2時（各90分程度）　場①入谷区民
館　②谷中区民館　③馬道区民館　④寿区
民館　⑤台東一丁目区民館　⑥浅草公会堂
定各30人（先着順）　締①
②2月6日㈪　③〜⑥20日
㈪　申・問 情報政策課
TEL（5246）9022

日本語学習支援ボランティアサ
ポート講座「言葉を覚えるレッ
スン法」（実践編）
時 2月26日㈰午前10時〜正午※オンライ
ン開催の場合あり　場区役所10階会議室
対台東区内でボランティアとして日本語
学習支援活動を行っている方　
定 20人（先着順）　申下記二次元コード
から申込むか電話で下記問
合せ先へ
問人権・多様性推進課
TEL（5246）1116

1 講座（催しもの）名　2 郵便番号・住所　3 氏名（ふりがな）　4 電話（FAX）番号
5 年齢　 6 勤務先（学校）名　7 勤務先（学校）の住所　8 勤務先（学校）の電話番号申込みの記入例

●区主催事業については、台東区新型コロナウイルス感染症拡大防止ガイドラインに沿って、実施しています。
●掲載のイベント等については、新型コロナウイルス感染症の影響により中止・延期となる場合があります。
●区有施設等の利用時には、咳エチケットの徹底や適切なマスクの着用等、ご協力をお願いします。
●区主催イベントの実施状況については、右記二次元コードよりご確認ください。

催し名 日時 対象（保護者同伴） 定員 申込開始日 場所・申込み・問合せ

パパタイム〜ベビー
マッサージ〜

2月18日㈯ 
午前10時45分〜11時30分

区内在住の5か月までの
子供と父親

5組 
(先着順)

1月27日
㈮

日本堤子ども家庭支援セン
ター「にこにこひろば」
TEL（5824）2535

あつまれ！
元気っこ体操

2月28日㈫ 
午前10時30分〜11時15分

区内在住の1歳6か月〜
3歳の子供

25組 
(先着順)

1月27日
㈮

台東子ども家庭支援セン
ター「わくわくひろば」
TEL（3834）4577

ヨガでゆったり 
リラックスタイム
〜パパ編〜

2月25日㈯ 
午後2時15分〜3時

区内在住の8か月までの
子供

7組 
(先着順)

1月27日
㈮

寿子ども家庭支援センター
「のびのびひろば」
TEL（3841）4631

ぴっかり早瀬先生と
ウクレレタイム♪

2月14日㈫ 
午前11時15分〜11時45分 区内在住の3歳までの子供 6組 

(先着順)
1月20日

㈮
日本堤子ども家庭支援セン
ター谷中分室「ぽかぽかひ
ろば」 TEL（3824）5532
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場・申・問 ①浅草保健相談センター
TEL（3844）8172　
②台東保健所保健サービス課
TEL（3847）9497

女性医師による女性のための健
康相談「婦人科」（予約制）
時 2月16日㈭午前10時〜正午（1人20分
程度）　場台東保健所4階　対区内在住か
在勤の女性で、更年期や月経障害・不妊な
どでお悩みの方※医師とはオンライン相談
です。 申・問 台東保健所保健サービス課
TEL（3847）9497

空き家の維持管理や利活用など
でお困りの方へ「総合相談会」
時 2月21日㈫午後1時〜4時（受付は3時
まで）　場区役所3階302会議室　対区内
に空き家を所有している方　定 3組（1組
60分程度・先着順・予約優先）　相談員 宅
地建物取引士・建築士・弁護士または司法
書士　申・問 住宅課 TEL（5246)1468

工作教室
「仕組みのある木箱」
時 2月26日㈰
午後1時30分
〜3時30分　
場生涯学習セ
ンター　対区内在住か在学（園）の満５
歳〜小学4年生　定 11人（抽選）※参加
者1人に付き添い1人まで　費 800円（材
料費・保険料）  申電子申
請　締 2月10日㈮午後5時
問生涯学習課
TEL（5246）5815

時日時・期間　場場所・会場　対対象　定定員　内内容　講講師
費費用・会費・参加料・金額　持持ち物　申申込方法・申込み　締申込締切日　問問合せ凡例

講座「男女共同参画の視点は災
害対応力のカギ！～災害関連死
の防止と受援力を高めるため
に」（オンライン受講可）
時 2月25日㈯午前10時〜正午　場生涯
学習センター　定会場は42人（先着順）
講浅野幸子氏（減災と男女共同参画 研修
推進センター共同代表、早稲田大学地域社
会と危機管理研究所招聘研究員）　申下記
二次元コードか電話または直接下記問合せ
先へ※会場受講は託児あり（1歳以上の未
就学児）希望する方は子供の35を2月
18日㈯までに下記問合せ
先へ　問男女平等推進プラ
ザ（生涯学習センター4階）
TEL（5246）5816

青パト夜間貸出講習会

町会等自主防犯団体の夜間防犯パトロール
に、青色回転灯付パトロール車（青パト）
を貸し出しています。青パトをご利用いた
だくには講習会の受講が必要です。受講に
ついて詳しくは、下記問合せ先へ。 
対区内自主防犯団体に所属し、青パトの
貸出を希望する方　
申・問 生活安全推進課
TEL（5246）1044

2月のくらしに役立つ講座
（オンライン開催の場合あり）

①介護の基本と全体像～大切な人が倒れる
前に知っておきたいこと～　
時 2月24日㈮
②介護における「自滅」を防ぐ～大切な人
が倒れた時にすること～　
時 2月27日㈪
◆　以降、上記記事の共通項目　◆

時間 午後2時〜3時30分　場生涯学習セ
ンター　対区内在住か在勤（学）の方　
定各30人（先着順）　講太田差惠子氏（介
護・暮らしジャーナリスト）　申下記二次
元コードから申込むか記入例1（①か②
または両方）〜4、Zoom受講の可否、在
勤（学）の方は67を電話かファクスで下
記問合せ先へ
※1講座から申込可能です。
問くらしの相談課
TEL（5246）1144  
FAX（5246）1139

勤労者サービスセンターの催し

●ものづくり教室「そば打ちを体験しよ
う！」　時 2月25日㈯午前10時〜午後1
時、1時〜4時　場全麺協研修センター（西
浅草2−8−10 フジコービル）　対区内在
住か在勤（学）の中学生以上の方、勤労者
サービスセンター会員とその家族　定 16
人（抽選）　講全麺協の講師　費 3,000
円（会員とその家族は別料金）　持三角巾

（バンダナ、手拭等可）、エプロン、タオル、
持ち帰り用パック　申はがきに記入例1
〜5・希望時間、在勤（学）の方は6、
会員の方は会員番号を書いて下記問合せ先
へ　締 2月3日㈮（必着）　
問〒111−0056　台東区小島2−9−18
台東区産業振興事業団勤労者サービスセン
ター TEL（5829）4123

フラワーアレンジメント教室

時 3月1日㈬午
前10時〜正午
対 区内在住で
身体障害者手帳
か愛の手帳（4
度程度）をお持ちの方　定 10人（先着順）  
講今関範子氏（スタジオボルフラワー）　
費 1,000円(材料費)　申記入例1〜4を
電話かファクスで下記問合せ先へ
場・問 障害者自立支援センター（松が谷
福祉会館内） TEL（3842）2672　
FAX（3842）2674
※お花は写真と異なる場合があります。

台東区社会福祉協議会　
実践講座　ストップ！！特殊詐欺
時 2月16日㈭午前10時〜11時30分
対区内在住か在学の方　定 20人（先着
順）　講下谷警察署職員　締 2月10日㈮
場・申・問 台東区社会福祉協議会
TEL（5828）7547

子育て心理相談（予約制）

「自分に、子育てに自信がもてない」など
の相談に、専門カウンセラーが応じます。
時①2月15日㈬　②28日㈫　①②午前9
時30分〜11時（1人30分程度）　対区内
在住で就学前の子供を育てている方

働き方セミナー「知っておきた
い育児・介護休業制度と社会保
険のしくみ」
時 2月25日㈯午後1時30分〜4時　場区
役所10階会議室　対現在働いている方、
内容に関心のある方　定 30人（先着順）　
講馬見塚仁氏（社会保険労務士・年金アド
バイザー）※雇用保険受給中の方は、受給
資格者証を持参してください。 申下記二
次元コード（区HP）から申
込むか電話で下記問合せ先
へ　問産業振興課
TEL（5246）1152

清島温水プール	水泳教室

●大人のためのワンポイントレッスン～
10分間のワンポイントアドバイス～　
時（全8回）2月3日〜3月24日の金曜日午
後2時〜4時　定各回20人（先着順）　
費利用料金のみ　申当日フロントで1時
30分より申込み※午後2時以降は、プー
ルサイドで受付
●障害者水泳教室　指導者養成講座
時（全4回）3月3日〜24日の金曜日午後7
時〜9時　定 10人（抽選）　申清島温水
プールHPより申込むか往復はがきに記入
例1〜4・泳力レベルを書いて下記問合
せ先へ　締 2月24日㈮（必着）
◆　以降、上記記事の共通項目　◆

対区内在住か在勤（学）の高校生以上　
講野村不動産ライフ＆スポーツ㈱　
場・問 〒110−0015　
台東区東上野6−16−8　清島温水プール
TEL（3842）5353

「ふるさと交流ショップ 台東」「ふるさと交流ショップ 台東」
1～2月出店自治体をご紹介します！1～2月出店自治体をご紹介します！

時午前10時〜午後7時　（水曜日定休）　場台東区浅草4−36−5　（千束通商店街内）

問ふるさと交流ショップ TEL（3874）8827　都市交流課 TEL（5246）1016

※出店する自治体のPR情報、商品の入荷状況やイベント等について、写真を交えて
発信してします。ぜひご覧ください。(IDはすべてtaitoshop2017)

※新型コロナウイルス感染拡大状況により、出店の中止または営業時間が変更にな
る場合があります。

※マイバッグの持参にご協力をお願いします。

▲出店自治体スケジュール▲twitter ▲Facebook ▲Instagram

●出店自治体スケジュール
日程 出店自治体

1月26日㈭〜31日㈫ 北海道函館市
2月2日㈭〜7日㈫ 栃木県鹿沼市
2月9日㈭〜14日㈫ 青森県青森市
2月16日㈭〜21日㈫ 長崎県

▲出店の様子（青森県青森市）

実施会場
事業名 台東保健所 浅草保健相談センター

2歳児歯科健康診査
（予約制）

10日午後1時〜2時
TEL  （3847） 9449

発達相談 （予約制）

14日（個別）
午前8時45分〜正午
28日（個別）
午前9時30分〜10時30分
TEL  （3847） 9497

15日（個別）
午前9時30分〜10時30分
16日（集団）
午前9時50分〜11時
TEL  （3844） 8172

産婦歯科健康診査
（予約制）

1日午前9時〜10時
TEL  (3847） 9449

歯科衛生相談
区内在住の方 （予約制）

7･22日午後1時30分〜2時30分
TEL  (3847) 9449

2･16日午後1時30分〜2時30分
※予約は左記へ

こころの健康相談
区内在住・在勤の方
(予約制・前日までに)

9日午前10時30分〜正午
21日午後1時30分〜3時
24日午前9時30分〜11時
TEL  （3847) 9405

7日午前9時30分〜11時
27日午後1時〜2時30分
TEL  （3844) 8172

発達障害個別相談 
（成人向け・予約制）

2･16日午後1時30分〜3時30分
TEL  (3847) 9405

HIV即日検査
（予約制）

8･22日午後1時〜2時30分
予約専用電話 TEL  (3843) 5751

栄養相談 （予約制）
3･27日午前10時〜午後3時30分
14日午前10時〜正午
TEL  (3847) 9440

ハローベビー学級
（両親学級 ・ 予約制）

日程等は区HPをご覧ください。
浅草保健相談センター TEL  （3844） 8177

2月の保健所・保健相談センターの事業案内

台東区少年少女発明クラブ指導員募集
業務内容 定例活動の準備および指導、
作品展等の引率ほか　対発明クラブの
主旨や目的に理解があり、次のいずれか
に該当する方（特定の資格等は不要）　
①木工、電気・電子工作の知識や経験が
ある　②工芸、美術に関する知識や経験
がある　③プログラミングを活用した工
作の指導ができる　時 4月1日〜6年3
月31日　活動形態Ⓐ第1・3土曜日午後
2時〜4時　Ⓑ第1・3日曜日午前10時
〜正午　Ⓒ第1・3日曜日午後2時〜4時
※採用後に相談の上コースを決定　

場生涯学習センターほか　謝礼 1回の
定例活動につき7,000円（交通費別途）
申⑴履歴書　⑵作文（応募動機、400
字程度）　⑶今までの創作活動の内容・
成果がわかる資料・写真等（任意）を下
記へ簡易書留で郵送か持参　
選考方法書類審査・面接
締 2月24日㈮（必着）　
問〒111−8621　
生涯学習センター生涯学
習課
TEL（5246）5815
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【YouTube台東区公式チャンネルをご覧ください】9～11月に開催した「上野の山文化ゾーンフェスティバル30周年記念」の一部イベントの模様を配信しています。
▷問合せ　文化振興課 TEL （5246）1153

催しものなど催しものなど
●ボーイスカウト台東第2団「体験集会」
▷日時　2月26日㈰午後1時〜2時30分
▷場所　山伏会館（北上野2−4−6）
▷対象　5歳〜小学6年生の男女
　（4月1日現在）
▷定員　20人（先着順）
▷内容　ボーイスカウト活動体験ゲーム等 
（参加賞のお土産あり） 

※保護者対象の説明会あり
▷申込方法　電話かボーイスカウト台東第

2団のHPのフォームから申込み
▷申込締切日　2月23日㈷
▷問合せ　ボーイスカウト台東第2団副団

委員長　岡田
　 TEL 090（4670）9485
●SerendipityOne声楽家×作家×ジャ
ズ演奏会～東京藝大出身者、現役生、院生
も多数出演！知られざる名曲の世界へ～
▷日時　2月4日㈯午後5時開演
　4時30分開場
▷場所　生涯学習センターミレニアムホー

ル
▷入場料　3,000円（当日券は3,500円）
▷申込方法　メールに、住所・氏名・電話

番号・参加人数、「広報たいとうを見た」
と入力して下記問合せ先へ
▷申込締切日　2月3日㈮
▷問合せ　Music Office Sonus 谷川
　 TEL 050(3562)5505
　Eメールmoss.serendipity@gmail.com
●「舞姫」森鴎外　音楽と語りのコンサート
▷日時　2月10日㈮午後7時30分〜8時

30分（７時〜プレトーク有）
▷場所　生涯学習センターミレニアムホー

ル
▷入場料　3,000円
▷申込方法　メールに、氏名・電話番号・

参加人数を入力して下記問合せ先へ
▷問合せ　堀江
　 TEL 080（3700）0535
　Eメール o.m.music1862@gmail.com
●「クチズサム」活動弁士によるナレーショ
ンとともに～東京藝術大学卒業の若手演奏
家を中心とした小編成オーケストラ演奏会
▷日時　2月17日㈮午後7時〜9時
▷場所　生涯学習センターミレニアムホー

ル
▷入場料　3,000円、15歳以下1,500円
▷申込方法　メールに、催し名・氏名・電

話番号・参加人数を入力して右記問合
せ先へ

この欄の掲載記事は、区が主催する事業ではありません。内容については、当事者間で責任を
持っていただきます。区HP上の「広報たいとう」にも掲載しますので、ご了承ください（了
承いただけない場合は、掲載することができません）。
※掲載基準等、詳しくは下記へお問合せください。
▷	問合せ　広報課
　 TEL（5246）1021
　 FAX（5246）1029 催しものなど▶︎ 会員募集▶︎

の ひ ろ ば民区

この下は広告欄です。内容については各広告主にお問合せください。

２・３月の区役所制作番組案内
▷問合せ　広報課CATV担当
　 TEL（5246）1041

◀YouTube	台東区公式
チャンネルからご覧い
ただけます。

●旧作品	レッツ	トライ!!	日常備蓄を進め
ましょう(6分)	 午前9時48分
●旧作品　親子でスマイル応援講座～生後
6か月から幼児期に取り組みたい	赤ちゃん
の眠りの悩み	改善編～（6分）	午前9時54分
2月19～25日
●よみがえる三橋～上野広小路遺跡	三橋遺
構　展示～（14分）	 	 B
●（仮）下町のガラス乾板(6分)	午前9時34分
●旧作品	第26回	下町大音楽市(上野浅草
フィルハーモニー管弦楽団)(20分)	 C
2月26日～3月4日
●台東区青少年委員協議会	中学生サミット(20分)	 B
●（仮）あなたの外出応援！尿もれ対策(20分)		 C

台東区の時間 下町 You・Iチャンネル　地デジ　 ch11

2月5～11日
●こんにちは区長です（5分）	 Ａ
●ニュースたいとう（15分）	 午前9時5分
①台東かわらばん～区の行事や地域活動
②お知らせ～区が行う催事予定や官公庁
からのお知らせ
●下町風俗資料館　特別展「明治・大正・昭
和の子供たち（14分）	 B
●旧作品　親子でスマイル応援講座～生ま
れてすぐから取り組める	赤ちゃんの眠り
の悩み	予防編～（6分）	 午前9時34分
●旧作品　STOP!	特殊詐欺～もうだまされな
いっ!	ATMで還付金は戻りません～（14分）	 C
●旧作品　ノロウイルス食中毒にご注意！～石け
んで丁寧に手洗いしよう～（6分）	 午前9時54分
2月12日～3月4日
●ニュースたいとう（20分）	 Ａ
2月12～18日
●令和5年　二十歳の集い（14分）	 B
●中学生の「税についての作文」表彰式・ズ	
ームイン税（14分）	 午前9時34分

※状況により、番組内容が変更になる場合があ
ります。

○放送時間のご案内
A午前9時　B午前9時20分　C午前9時40分
《再放送》同じ日のそれぞれ午後1時台と
　　　　　 午後5時台と午後9時台

問合せ 中央図書館池波正太郎記念文庫 TEL（5246）5915

池波正太郎 生誕100年企画
「時代を翔ける池波正太郎の魅力」

　池波正太郎は6歳から成人するま
で、旧浅草永住町（現・台東区元浅
草2－8）の祖父の家で暮らしました。
当時この町は、職人や商いをする人
が多く住む下町で、池波はここで生
粋の下町っ子として育ちます。その
性格はせっかちで、気が短くて用意
周到、一方律儀で、何よりも目立つ
ことが嫌いでした。
　平成2年に逝去し、遺族から、著作
本、蔵書、原稿、絵画ほか約25,000
点が区に寄贈されました。区は独立

した記念館をと考えましたが、遺族
から本人は大げさなことが嫌いだっ
たという話もあったことから、独立
した記念館ではなく、台東区生涯
学習センター内の区立中央図書館に
併設する形で、計画が進行しました。
名称も記念館ではなく「池波正太
郎記念文庫」と決まり、小説、エッ
セイ、戯曲、絵画と多くの仕事を手
がけた池波のエッセンスが詰まった
記念館が、平成13年にオープンしま
した。

▲書斎の復元 ▲人気シリーズコーナー
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※同日に「子どものための公開リハーサ
ル」開催。詳しくは、新古典主義集団
HP参照。
▷問合せ　市川 TEL 080（3380）5411
　Eメール info@NEOCO.JP
●区民向け講演会
「これからの時代の口臭対策」
▷日時　2月25日㈯午後2時〜3時
▷場所　生涯学習センター3階301研修室
▷定員　90人（先着順）
▷講師　財津崇氏（東京医科歯科大学歯学

部附属病院　息さわやか外来　外来医長）
▷問合せ　浅草歯科医師会　
　 TEL（3841）5154

官公署だより官公署だより
●にせ税理士・にせ税理士法人にご注意く
ださい
　税理士資格のない者が税務相談、税務書
類の作成、税務代理をすることは、法律で
禁じられています。専門知識が欠けている
等のため、依頼者（納税者）が不測の損害
を被るおそれもあります。税理士は税理士
証票を携帯し、税理士バッジを着用してい
ます。
※詳しくは、東京税理士会HPをご覧くだ

さい。
▷問合せ　東京税理士会事務局綱紀監察課
　 TEL（3356）4476
●老齢年金を受けている方に「令和4年分
公的年金等の源泉徴収票」を送付します
　日本年金機構から支払う年金を受給して
いる方に、1月中旬から下旬にかけて源泉徴
収票を送付します。確定申告や源泉徴収の
還付を受ける際に必要となります。
　紛失した場合は再発行できますので下記
へお問合せください。
※障害年金や遺族年金は非課税のため、源

泉徴収票は送付されません。　
▷問合せ　日本年金機構ねんきんダイヤル
　 TEL 0570（05）1165　
　050から始まる電話からは
　 TEL（6700）1165
　上野年金事務所
　 TEL（3824）2511

年 中 行 事年 中 行 事
〈2月〉
3日 　節分（浅草寺ほか）、福

ふく

聚
じゅ

の舞（浅
草寺）、うけらの神事（五條天神社）
8日 　針供養（浅草寺淡島堂）

 離乳食講習会開催中！ 離乳食講習会開催中！
（予約制）（予約制）

詳しくは、下記二次元コードをご確認ください。

▷問合せ　台東保健所保健サービス課 
　 TEL（3847）9440

▲離乳食講習会




